
音楽/伝統芸能/ダンス

手芸/絵画/書道/茶道/華道/俳句/短歌

スポーツ/サッカー/水泳/卓球
テニス/バスケットボール/バレーボール
野球・ソフトボール/ヨガ/体操/武術
朗読・読み聞かせ/教育・子育て

ボランティアボランティア
介護予防/食・健康
歴史/語学/自然

探そう！ コミュニティの入り口

こんなにある、
地域で楽しむクラブ・サークル

252 団体
Contact us for English information about your local
club activities▶ english@nishiiburi.jpn.org

ツーフォーオ
ール

             
        って

、知ってます
か？

私たちは、複数の居場所があることが

日々の暮らしの満足につながると考えます。

地域の人みんなが、職場や学校、家庭の他に、

自治会などの地域活動を含めて２つ以上の

クラブ・サークルなどの市民活動に携わる

ことが当たり前、という未来を目指します。
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NPO 法人 森・水・人ネット

伊達を中心に西胆振の自然(野草木・
虫・野鳥・海の生き物・ジオパークな
ど)に親しみ・豊かな自然に学び、体験
する場を提供しています。また、子供た
ちが自然に興味をもち、自然のふしぎや
面白さ大切さを学ぶ、手助けも行ってき
ました。人との出会い・つながりも大切
と思っています。初めての方歓迎です。
一度体験してみませんか?

▶ 詳しくは 49 ページ

まったりフィットネスココロヨロコ部

毎日の運動で心も身体もリフレ
ッシュしましょう！

動画配信しています。好きなコ
ースを選んで let's try！ 身体喜ぶ
運動をご提案させて頂きます！
身体に関するご質問にも可能な限
りお応えしますので、お気軽にご
連絡ください。

▶ 詳しくは 26 ページ

大滝ノルディックウォーキング協会

ノルディックウォーキングは、コロ
ナ禍に負けない体づくりにおすすめで
す。天候に左右されず室内で椅子に座
ってできるポールストレッチングにも
力をいれています。笑顔で自立歩行を
目指せる、歩行困難な方の転倒予防や
フレイル予防に適した運動です。ぜひ
お気軽にご参加ください。

▶ 詳しくは 29 ページ

減災を考える

あらうすグループ

伊達市・壮瞥町・洞爺湖町

の有珠山周辺地域に住む減災

意識の強い有志で2018年 11

月に結成しました。

地域の減災・防災について

市民の目線で考え、情報収集

や交換・提供の機会をつく

り、平時からの備えやつなが

りを強化するのが目的です。

自治体との連携も意識し、す

れ違いになりがちな市民と行

政のパイプ役になれればとも

考えています。

2021年度はオンラインセミ

ナーなどを通して、新しい形

での活動を予定しています。

減災について興味のある方の

参加をお待ちしています！

▶ 詳しくは50ページ
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市民活動

って、何だろう？
地域の市民が集う活動、それが「市民活動」です。

伊達市は、次の 4 条件を満たす団体・サークルなどの活動を

「市民活動」とし、そのうち、伊達市内で活動し、広く参加者を募集

している団体を支援します。

1. 市民の自発的・主体的な活動で継続性がある組織的活動
であること

2. 特定の宗教団体や政治団体を支援する活動ではないこと

3. 公序良俗に反する活動ではないこと

4. 営利を主たる目的とした活動ではないこと

特定非営利活動促進法における「公益の増進に資する」という観点か

ら、自治体によっては、公益性の高い活動に限って「市民活動」とする場

合がありますが、市民の交流や良好な関係性そのものが公益に資する社会

関係資本（ソーシャルキャピタル）であると捉え、伊達市では、上記の条

件を満たす「趣味の活動」なども「市民活動」とします。
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人と人の縁を繋ぐ「伊達野菜」

私たちの会は、伊達の野菜が好きなファンとして「伊

達野菜」を応援するために昨年 2020年に発足しました。

主に、伊達野菜の魅力をメンバーで共有して発信をする

活動をしています。

例えば、「珍しい野菜をこうやって料理してみた」とか

「この野菜の一番好きな食べ方」といった内容を写真つき

でフェイスブックやインスタグラムに投稿します。豊富な

種類のある伊達の野菜は楽しみ方もたくさんあるので、人

それぞれの色んな楽しみ方を共有し続けていけば、情報源

として役立ちます。また、SNSでは多くの人に見てもらえ

るので、人と人がつながるきっかけにもなります。

「伊達野菜」から学べる地域のこと

ブランド化の取組が始まったのは 2016 年とつい最近

の「伊達野菜」ですが、たった数年で新聞・雑誌や TV

で紹介されたり、世界一のフレンチシェフと名高いミシ

ェル・ブラスさんに認められるなどして広く知られるよ

うになり、市場で高い評価を得ているそうです。

それもそのはず、この地域の農業は、他の地域に先駆

けて西洋の近代的農具を導入したり、新たな品種の野菜

を生産したことで、北海道の農業の歴史的な礎の一つと

なっています。

さらに、その背景には、有珠山の火山の恵みによる土壌と地

形がもたらす温暖な気候や、約150年前の仙台藩亘理伊達家の

移住と先住民族であるアイヌの人々との関りの歴史がありま

す。…といった感じで、「伊達野菜」について知れば知る

ほど、地域のことも分かってきます。

話題のユーチューバーともコラボ！

野菜の生産者さんをはじめ、道の駅の物産館、市役

所や農協、普及センターの皆さんなど、たくさんの方

に支えられている「伊達野菜」を、買って食べて楽し

むだけでなく応援もしたい！ ということで静かに活

動をはじめた私たちですが、あるメンバーの熱い思い

が農林水産省の官僚系ユーチューバー「BUZZ MAFF」

さんに届き、北海道農政事務所のグルー

プ「なまらでっかい道」に出演してしま

いました。あの有名なザワさんとアライ

サンに伊達野菜の料理を食べていただく

という内容になっていますので、ぜひ右

のコードからご覧ください。

一緒に PAC に参加しませんか？
SNS でハッシュタグ #伊達野菜 #datevegepac を

つけて伊達野菜について投稿してもらえたら OK！

PAC メンバーとして会のアカウントで投稿してくだ

さる方はぜひメールか SNS でご連絡ください！

datevegepac@nishbury .hokkaido. jp

地域を楽しむ

輪を広げたい

伊達野菜を応援する会

ダ テ ベ ジ パ ッ ク

Date Vege PAC

▶ 詳しくは 28 ページ
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地域でサッカーの環境づくり
NSS 北湘南サッカースクールは 2005 年に伊達市西部

地区初のクラブチームとして誕生しました。

現在は、日本サッカー協会のコーチライセンスを持っ

た 11 名のスタッフの指導のもと、140 名の子どもたち

が U-15、U-12、U-6 に所属しています。

立ち上げ当初はサッカー部のない中学校に通うエリア

の子どもたちを対象としていました。学校の部活動はサ

ッカーに詳しい先生が他校に転勤すると部活動の継続が

難しくなる。そういった地域でも子どもたちがサッカー

をできるようにしたいという思いがきっかけです。

組織の運営を学ぶために、発足前に日本商工会議所

の経営塾に参加しました。経営を学ぶだけでなく、そ

の時の仲間には、発足当時も今も支えられています。

2018 年から母体を法人化して、地域全体の子どもた

ちを対象とし、現在は伊達を中心に西いぶり、室蘭、蘭

越や長万部からの参加者もいます。また、発足当初から

常に女子選手が在籍していることも特徴の一つです。

サッカーの技術だけではない教育
サッカーを一つのツールとして、子どもたちに様々

な体験をしてもらうことも重要と考え、NPO 法人 いき

ものいんくの自然教育活動への参加、JICA「世界の笑

顔のために」プログラムへの参加、京王幼稚園や JA、

地域のお祭りである伊達雪まつりでのボランティア活

動などにも積極的に参加しています。また、海外ボラ

ンティア活動団体を通じ、ジャマイカなど 15 か国にサ

ッカーの道具などを毎年提供しています。

OB から 2 人の Jリーガー誕生

「子どもたちのためにサッカーの環境を地域につ

くりたい」という思いで始まった NSS ですが、その

思いを形にすべく活動を続けるなかで、OB から 2 人

の J リーガーが誕生しました。J2 水戸ホーリーホッ

ク 平塚悠知 選手と J3 ヴァンラーレ八戸 廣瀬智行

選手がそれぞれ活躍しています。

地域に根差し受け継がれる活動へ
活動誌「NSS ニュース」を月 1 回発行し、広告や

定期購読を募りながら活動費にあてています。

スポーツを含め教育にはお金がかかることも事実

ですが、子どもたちを地域で育てたい。全道で一番

費用のかからないクラブチームを目指し、今後も挑

戦を続けます。

当クラブはこれまで保護者の皆さん・地域の皆さ

んに支えられて活動をしてきましたが、今後さらに

地域の皆さんに応援してもらえるクラブにしていき

たい。そのために、今以上に地域に根差して活動

し、将来的には NSS の OB たちが次世代の指導者と

なり、この活動がより良いかたちを目指しながら連

綿と受け継がれて続いていくことが理想です。

NPO 法人 北湘南スポーツアカデミー

理事長 チーム統括兼 U15 監督 深谷明弘

サッカーを通じて

子どもたちに

伝えたい

NPO法人 北湘南スポーツアカデミー

北湘南サッカースクール
▶ 詳しくは 10 ページ
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伊達市内には 300 以上の市民活動団体があります。この

冊子、「市民活動ガイドブック ロラバス 2021」には、そ

のうち 252 団体を掲載しています。歴史と実績を重ねる団

体も数多く、様々な分野で精力的な活動をしています。現

在の市民活動のトレンドとして、縛りが少なく気軽に参加

でき、良好なコミュニケーションがあるサークルが人気で

あることが分かってきました。日頃の生活に充実感を与え

る、自宅や職場とは異なる、心地のよい第 3 の居場所「サ

ードプレイス」としての市民活動です。

自分でつくってみる新しいサークル

自分のやってみたいことをやっているサークルが必ずしも

見つかるとは限りません。また、興味のあるサークルがあっ

たとしても活動時間が合わず入会を諦めることもあるかもし

れません。そういう時には自分で新たにサークルを作ってみ

てはいかがでしょう。メンバー募集や活動場所探しなど、サ

ークルづくりで何か分からないことがありましたら、お気軽

にご相談ください。伊達市内でこの4年間に30以上の新しい

サークルが誕生しています。これからは既存のサークルに

「はいる」ということの他に、新たにサークルを「つくる」

という選択も１つです。

市民活動の動画を公開中！

伊達市を含む北海道西い

ぶり地域での移住定住を支

援する「北海道移住定住西

いぶり（MINIH)」のウェブ

サイト上で動画を公開して

いる団体があります。スマ

ホのカメラで右のコードを

読み取るか、インターネッ

トで「ロラバス」を検索し

てください。

まずは私たちにご連絡ください

この冊子に掲載している各団体に直接お問合せや見学の

申し出などができるように、10 ページ以降の団体一覧に

それぞれの連絡先が掲載されていますが、直接団体へ連

絡しにくい場合や、いくつか気になる活動がある場合な

どは、お気軽に私たちまでご相談ください。新たな団体

の立ち上げの相談やその他ご質問等も承ります。また、

掲載内容は 2021 年 2 月の調査に基づいていますので、

内容の変更等につきましてもお気軽にご連絡ください。

サードプレイス、

ありますか？
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2 ページ
「市民活動ってなんだろう？」

をご覧ください

お話を伺い、ご希望に合った市民活動団体を

探すお手伝いをします。また、新たに市民活

動団体を立ち上げる際にお手伝いします。

直接連絡しにくい場合には

仲介します。

はい

いいえ

お気軽にご相談ください

発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 制作・編集（問合せ先）：（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室

スタート

「ツーフォーオール」を標語とし、

地域の人みんなが、職場や学校、家

庭の他に、自治会などの地域活動を

含めて２つ以上のクラブ・サークル

などの市民活動に携わることが当た

り前、という未来を目指します。

いいえ

はい

はい

54 ページ

分野別リストを

ご利用ください

７ページ

50 音順リストを

ご利用ください

気になる団体がみつかった

私たちは、複数の居場所があるこ

とが日々の暮らしの満足につなが

ると考えます。

はい

気になる市民活動の団体の名前を知っている

いいえ

趣味がある・やりたいことが決まっている

いいえ

はい

職場・学校・家族以外のコミュティにも参加したい

✉da tecomu@n i s h i i bu r i . j p n . o rg ☎0142 -25 -6504
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、この冊子に掲載されているほぼ全ての

団体の活動が大きな影響を受けています。各団体は状況を考慮しながら活動を行って

いますが、掲載されている情報には感染拡大以前の従来の情報が含まれています。詳

しくは、各団体または市民活動支援担当にお問い合わせください。

安全・安心な市民活動のために

最新の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報」（北海道）をご確認ください

✉ d a t e c omu@n i s h i i b u r i . j p n . o r g ☎ 01 4 2 - 2 5 - 6 5 0 4
発行者：北海道伊達市企画財政部企画課 ／ 制作・編集（問合せ先）：（株）伊達観光物産公社 コミュニティ推進室


	って、何だろう？

